SSW-Net 夏の集い・第６回大会 in 大阪
2017 年 7 月 22 日(土)～23 日(日) ～第 33 回勉強会～
SSW‐Net はスクールソーシャルワーカー（SSW）同士のつながりと SSW 自身が 勉強会を企画し運営してい
くことを目的に 2012 年 4 月に誕生した自主的なグループです。SSW の方でなくとも参加できる企画もありま
す。ぜひ、ご関心のある方をお誘いいただき、ご参集ください。

日時

1 日目
2 日目

場所

大阪第一生命ビル 16 階

定員

両日とも 100 名

対象

SSW・指導主事・教員・福祉関係者・NPO・学生など SSW に興味がある方はどなたでも。
※ただし、2 日目の分科会 1 は SSW、SSW・SV、SSW 担当指導主事かその経験のある方
のみ参加可。

参加費

2017 年 7 月 22 日（土）13:30～17:00（受付 13:00～）
2017 年 7 月 23 日（日）10:30～16:00（受付 10:00～）

1 日目のみ参加
2 日目のみ参加
両日参加

2500 円（学生 1500 円 要学生証提示）
3500 円（学生 2000 円 要学生証提示）
5000 円（学生 2500 円 要学生証提示）

※参加者にはもれなく SSW-Net ブックレットをプレゼントします！
申し込み方法

SSW-Net のホームページ（http://sswnet.jp/）の「SSW-Net 夏の集い申込みフォーム」
からお申し込みください。
※ 2 日目の分科会は、午前・午後とも第 1 希望から第 3 希望まで選んでください。
会場の定員数の都合上、先着順になります。
会場

大阪第一生命ビル 16 階

第一生命関西総局 周辺案内図

大阪市北区梅田 1-8-17

大阪ステーションシティ
大丸百貨店
至神戸方面

至京都方面

ＪＲ大阪駅
大阪駅

タクシー乗り場

＜交通のご案内＞
●ＪＲ「大阪駅」より
徒歩 3 分
●ＪＲ「北新地駅」より
徒歩 5 分
●各私鉄「梅田駅」より
徒歩 2～5 分
※お車での来場はご遠慮願います。
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マルビル
大阪駅前第四ビル
地下駐車場

大阪駅前第一ビル

お問い合せ先：office＠sswnet.jp
主催：SSW-Net
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日時

第 1 日目〔7 月 22 日（土）〕 スケジュール詳細

第1部

「エビデンスに基づいたアウトリーチとネットワーキング」

基調講演 講師：谷口 仁史 さん（NPO 法人スチューデント・サポート・フェイス〔略称 S.S.F〕代表理事
NHK プロフェッショナルに出演された、アウトリーチ型支援の実践者をお招きします。

7/22

講師プロフィール：佐賀大学文化教育学部卒業。在学中からボランティアで不登校・ニート等の状
態にある子ども・若者へのアウトリーチ（訪問支援）に取り組む。卒業後、
「NPO 法人 S.S.F.」
を設立。平成 28 年 3 月末日現在、委託事業を含む約 20 万 2 千件の相談活動、約 1 万 6 千件の
アウトリーチに携わった。アウトリーチに関しては、
「高校中退者等アウトリーチワーキンググル
ープ」で委員を務めた。

(土)
13:30
～
1７:０0

〔受付

第2部

「高校年代の若者へのチーム支援を考える」
高校生が抱える生活課題の支援に取り組む実践者を迎えて、若者へのチーム支援
について考えます。
シンポジスト：松浦宏樹 さん（NPO 法人み・らいず 社会福祉士）
森本智美 さん（大阪府立松原高等学校 SSW）
菅野幸里 さん（一般社団法人こもれび 社会福祉士）
コメンテーター：谷口仁史 さん（NPO 法人スチューデント・サポート・フェイス代表理事）
コーディネーター：金澤ますみ さん（ SSW‐Net 副代表／桃山学院大学准教授）

シンポジウム

13:00～〕

17:３0～

懇親会

参加者同士の意見交換会を行います。出欠の希望を申込時にお知らせください。
参加費用は別途徴収いたします。
（4０００円程度を予定）

第 2 日目〔7 月 23 日（日）
〕 スケジュール詳細
日時

7/23

分科会内容

話題提供等（敬称略）

「スクールソーシャルワーク実践スタンダード」を学ぼう

話題提供者：馬場幸子

（東京学芸大学）
対 象 者 ： SSW 、 SSW ・ SV 、
う行動すべきか」が書かれています。
「スタンダード」が目指すのは SSW SSW 担当指導主事、それらの経験の
の専門性の向上です。参加者には「スタンダード」冊子を差し上げます。 ある方のみ（定員 30 名）

分科会 2013 年から取り組んできた「日本版スタンダード」（試用版）が完成し
ました。
「スタンダード」には、「SSW は何を大切にするか」「SSW はど
①

(日)

生活保護・生活困窮者自立支援制度の実際

10:30
～
12:30

〔受付
10:00～〕

話題提供者：仲野浩司郎

分科会 SSW にとっては、制度を正しく知っていることと同時に実際の運用の （羽曳野市福祉総務課
社会福祉士）
② 状況について知っていることも大切なことです。生活保護・生活困窮
者自立支援制度について、普段、疑問に思っているあれもこれも、こ
対象者：どなたでも！
の機会に確認してみましょう！

支援学校でのＳＳＷの展開に求められる視点とは～子どもの「障がい」と「生活」から考える～

話題提供者：山中徹二
（支援学校 SSW、大阪人間科学大学）

分科会 大阪府立支援学校高等部でのスクールソーシャルワークの視点に基づ
大倉哲也（大阪府立東大阪
③ いた活動から、支援学校での SSW の在り方を皆さんと考えたいと思
います。

支援学校 生活指導部 生徒指導主事）
対象者：どなたでも！

12:30～13:35 ランチ ランチミーティング（情報交換会）※詳細は当日にご案内します。昼食はご持参ください。 対象：どなたでも！申し込み不要

子どもの声を聴くスクールソーシャルワーク実践

話題提供者：幸重忠孝

分科会 教育現場で多様な雇用形態や支援が求められていますが、SSW は子ど （滋賀県 SSW・こどもソーシャルワークセンター代表）
④ もたちの声をしっかり聴けているのでしょうか。分科会では当事者の ゲスト：子どもの貧困対策センターあすのば子ども委員
子どもたちや若者をゲストに招いてこの課題に切り込みます。

対象者：どなたでも！

司法を味方に！児童福祉法改正ポイントとスクールロイヤーの活動 話題提供者：浜田真樹

14:00

～16:00 分科会 弁護士のお二人をお迎えし、平成 28 年児童福祉法改正ポイントのチ
⑤

ェックと、ニーズが高まるスクールロイヤーの活動内容をお聞きしま
す。2 学期からの実践に役立てましょう。

リクルート企画！ＳＳＷになりたい人、集まれ！！
分科会
どうしたら SSW になれる？具体的な仕事の内容は？どうやって求人
⑥
情報を探す？現役ＳＳＷがあなたの素朴な疑問にお答えします！

（弁護士／浜田・木村法律事務所）

笠原麻央
（ｽｸｰﾙﾛｲﾔｰ／老松通り法律事務所）
対象者：どなたでも！

企画者：現役 SSW
対象者：どなたでも

